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詳細はコチラ

　新型コロナウイルス感染症や大規模自然災害などの緊急課題を克服す
るため、「新おおた重点プログラム」を策定しました。

計画の中心に据える6本の柱

　大田区の臨海部を歩くウオーキング、ユニ
バーサルスポーツや健康チェックなど、障がい
者と健常者がともに楽しみ、交流するスポーツ
大会です。今年は大腸がん検診（事前に採便し、
フェスタ当日に提出）を無料で受けられます。

　詳細はチラシ（問合先、特
別出張所、区施設で配布）を
ご覧いただくか、OTAユニ
バーサルスポーツフェスタ
実行委員会までお問い合わ
せください。

▶日時　12月12日㈯午前8時～午後3時
▶会場　ゆいっつ（大田区青少年交流センター）
▶費用 大人500円、高校生以下300円（飲み物参加証付き）、3歳以下無料
▶定員　先着120名
▶申込方法　OTAユニバーサルスポーツフェスタ実行委員会（☎6821－3178
■FAX5767－8832■EM info@jusn.org）へ電話かFAXかEメール（記入例参照。大腸
がん検診希望はその旨も明記）
▶問合先　大会概要＝福祉管理課調整担当　☎5744－1242　■FAX5744－1520
大腸がん検診＝健康づくり課健康づくり担当　☎5744－1265 ■FAX5744－1523

　この計画は、2段階で策定します。
●令和2年10月策定版
　新型コロナウイルス感染症や大規模自然災害などの緊急課題に対する
令和2年度の取り組みを示す計画
●令和3年3月策定版
　今後の社会情勢の変化や新しい生活様式を踏まえた、令和3～5年度の
取り組みを示す計画
▶問合先　企画課政策・企画担当　☎5744－1735　■FAX5744－1502

「新おおた重点プログラム」
を策定しました 1講座「聴覚障がいについて知ろう」

▶対象 区内在住・在勤・在学の方
▶日時 11月17日㈫午後1時30分～4時
            30分　
▶定員　先着15名
2講座「手話入門」
▶対象 区内在住・在勤・在学の方　
▶日時 12月8日㈫午後2時～4時　
▶定員　先着20名
3視覚障がい者のための合同相談会
　悩みごとの共有、視覚障がい者による
落語　
▶対象　視覚障がいのある方とその家族
▶日時 11月28日㈯午後1時30分～4時
▶定員　先着27名

　お子さんの発達支援に関する情報や相談先を、区HPでご案内します。
▶対象　お子さんの発達に合った支援をお考えの方
▶掲載期間　11月16日㈪～30日㈪
▶問合先　さぽーとぴあ　☎6429－8549 ■FAX6429－8559

さぽーとぴあからのお知らせ

～withコロナでも！
いろんなスポーツを体験して
元気と健康をみつけませんか！～

OTAユニバーサルスポーツフェスタ2020
運営ボランティア
スタッフ募集中！

◇1～3いずれも◇
▶申込方法　問合先へ12往復はがきか
FAXかEメール（記入例参照）3電話
▶会場・問合先　さぽーとぴあ
（〒143－0024中央4－30－11）
12☎5728－9355 ■FAX6303－7171
■EMota@tokyo-shuwacenter.or.jp
3☎5728－9433　■FAX5728－9437

発達支援応援フェア　今年は区HPで情報発信！

区民の生命、安全を守る取り組み
❶感染症対策　❷大規模自然災害対策

区民の暮らしや区内経済活動を支える取り組み
❸生活支援策　❹経済活動支援策

子どもたちの未来を切り拓く取り組み
❺学びの保障・子どもの生活応援
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切り取ってご利用ください

子どもの人権を守るのは
大人の責任です

　子どもへの体罰や暴力、育児放棄など、子どもたち
の生命に関わる事件が後を絶ちません。「児童の権利
に関する条約」（1989年国際連合）では、子どもには安
心して生き、守られる権利があると定められています。
私たち大人には、子どもが幸せに生活できるように見守
り育てる責任があるのです。
●たとえ「しつけ」でも、体罰は許されません
　「しつけ」と称した体罰、暴言は、子どもに恐怖を感
じさせ、心をコントロールします。また、体罰や暴言は
子どもの心身に深い傷を残し、人格形成に深刻な影響
を与えることが明らかになっています。「子どものためだ
から」と主張したとしても、体罰は虐待であり重大な権
利侵害です。
●子育ての悩み　1人で悩む前に
　一生懸命子育てをしていても、子どもが自分の思うよ
うに言うことを聞かない場面もあるかもしれません。どう
したら子育てがうまくいくのか…悩んだときは周囲の力を
借りることも大切です。子どもとの関わり方や子育て中
の気分転換の方法など、気軽に相談してください。

人権問題への理解を深めましょう

▶問合先　人権・男女平等推進課人権・同和対策担当
☎5744－1148 ■FAX5744－1556

●子どもの人権110番  ☎0120－007－110
　（月～金曜、午前8時30分～午後5時15分）

福祉サービスに苦情や不満があるときには 福祉オンブズマンにご相談ください
　福祉オンブズマンは、福祉サービス利用者の権利を守るために区長から
委嘱され、利用者からの相談や苦情申し立てを受け付けています。公正な
立場で調査を行い、必要に応じて区に対して是正の勧告や意見表明をします。
※予約すると、待たずに相談できます
▶日時　火曜、午前9時～正午　
▶会場　区役所本庁舎2階福祉オンブズマン室
▶問合先　広聴広報課福祉オンブズマン担当
　☎5744－1130 ■FAX5744－1553 平澤  恵美（大学准教授）

ひら   さわ　    え     み

面川  典子（弁護士）
おも  かわ       のり   こ

奥田  大介（弁護士）
おく    だ　     だい  すけ

木下  武徳（大学教授）
きの  した　     たけ  のり

福祉オンブズマン

お気軽にご相談ください

  更生保護、いじめ、非行問題など
◆更生保護相談
▶日時　金曜、午前10時～午後3時　
▶会場　区役所本庁舎2階　
▶申込方法　当日会場へ
◆おおたこども相談室
▶日時　月・水・金曜、午後1時～4時
▶会場　更生保護サポートセンター（北蒲広場内）
▶申込方法　当日会場へ　
●相談専用電話（相談日のみ）　☎3739－1734

▶問合先　総務課総務担当
　☎5744－1142　■FAX5744－1505

女性・DV・男性の相談
◆女性のためのたんぽぽ相談
▶対象　区内在住・在勤・在学の女性で、家庭・家族、
人間関係などでお悩みの方
▶日時　月・金曜、午前10時～午後1時
　　　 火・木曜、午後1時～4時
　　　 水曜、午後6時～9時
　　　 土曜、午後1時～7時　
※相談受付は終了時間の30分前まで
▶申込方法　面接相談は相談専用電話へ事前予約
※保育有り（1歳以上の未就学児。面接希望日の7日前
までに要予約）
●相談専用電話 ☎3766－6581
▶会場・問合先　エセナおおた
☎3766－4586　■FAX5764－0604

◆大田区DV相談ダイヤル
▶日時　月～金曜（休日、年末年始を除く）
　　　 午前9時～午後5時
●相談専用電話 ☎6423－0502
◆男性相談ダイヤル
▶日時　第2・4金曜（祝日、年末年始を除く）
　　　 午後5時～8時
※相談受付は終了時間の30分前まで
●相談専用電話 ☎6404－6020

▶問合先　人権・男女平等推進課男女平等推進担当
☎5744－1610　■FAX5744－1556

  福祉相談
◆福祉法律相談
①弁護士による法律相談
▶日時　火曜（第5火曜を除く）、午前10時～正午
※1人40分
②公正証書であんしん生活相談
▶日時　第3木曜、午前10時～正午　※1人30分
③司法書士による成年後見制度専門相談
▶日時　第1・2・4木曜、午前10時～正午　※1人60分

◇①～③いずれも◇
▶会場　大田区社会福祉センター　
▶申込方法　問合先へ電話
◆精神障がい者家族のための電話相談
▶対象　精神に障がいのある方の家族など
▶日時　土曜、午後1時～4時
●相談専用電話 ☎5700－0045

▶問合先　おおた成年後見センター
　☎3736－2022　■FAX3736－5590

●児童相談所虐待対応ダイヤル  ☎189
　（24時間受付）

いちはやく

いじめや虐待などの相談をお受けします

H A NEDA  
INNOVAT ION  
C I T Yとは （略称：H

エイチアイシティ

ICity）

　大田区と羽田みらい開発㈱の公民連携によって

生まれた、新しい「まち」です。 研究開発施設、会

議研修センターのほか、ライブホールや芝生の広場、

足湯など家族や友人と楽しめる場も整備。 先端産

業と文化産業の2つのコア産業を柱に、ヒト・モノ・

情報が集まり融合することで、新たなビジネスを創

造し、日本のものづくり技術・日本各地域の魅力を、

この「まち」から国内外へ向けて発信します。

2020.07.03／まち開き  2020.09.18／本格稼働

羽田イノベーションシティならではの

「「体体験験」」!!
先端産業先端産業

　産業のトレンドを踏まえ、「モビリ
ティ」「健康医療」「ロボティクス」の

3つの分野を軸に、ヒト・モノ・情報
が交流。新たな産業や技術を生み出
します。 区内企業との連携により、
イノベーションの創出を目指します。

文化産業文化産業
　伝統文化、食、音楽など、さまざ
まな分野にふれあう機会を作ります。
アート活動や人々の交流を通して、
人が成長できるまちを創造。 最先端
の技術を活用して、 文化の魅力を
発信します。

漁網がモチーフのネッ

トを使ったアート遊具。

海の中に入っていくよ

うな気分を味わえるか

も?

遊び
国内初実装の自動運転

バスに乗って、最先端

の技術を体感しよう！

※無料で乗車できます

●時間：午前10時30分

～午後4時30分：

自動運転バス

※羽田みらい開発㈱は、鹿島建設㈱を代表企業とする9社から構成

され、HICityを開発するために設立された企業です

▶問合先　空港まちづくり課空港まちづくり担当
　☎5744－1650　 5744－1528

まだ知られていない

日本各地の地方産品

が集合 ! 初めての食

文化を楽しもう

地方創生

空中に浮かぶディスプ

レイを操作して、羽田

の歴史を楽しみながら

学べます

●時間：午前9時～午後

8時

歴史伝承
花灯籠や稲穂照明に

彩られたまちは、昼と

は違う幻想的な雰囲

気に包まれます

夜景
足湯につかりながら、

青空や空港、飛行機を

眺めることができます

●時間：午前5時30分

～午後11時30分

憩い

あなたのアイデアが未来の公園をつくる

公園づくりのアイデア大募集！

羽田空港
第3ターミナル
羽田空港
第3ターミナル

天空橋駅天空橋駅

多摩川多摩川 ソラムナード
羽田緑地
ソラムナード
羽田緑地

羽田IC

空港西IC

首都高速
1号羽田線
首都高速
1号羽田線

環状八号線環状八号線

東京モノレール
羽田空港線
東京モノレール
羽田空港線

HANEDA 
INNOVATION CITY
羽田イノベーションシティ　

●所在地：羽田空港1－1－4
（京浜急行電鉄空港線・東京モノレール

「天空橋駅」直結）  
●駐車場：190台（平置き）  
●駐輪場：620台（コミュニティサイクル
ポート有り）

 まちの中で開かれるイベント

や各スポットの情報などを随時

発信していきます。

このまちの情報を
随時発信

詳しくは
コチラ

詳しくは
コチラ

ACCESS

「こんな公園に行ってみたい」「こんな

施設が欲しい」など、公園づくりのため

のアイデアを募集します。公園は羽田空

港跡地第1ゾーンに整備される予定です。

　いただいたアイデアを踏まえ、公園

づくりの基本的な計画を作成します。

ぜひご応募ください！

　詳細は、お問い合わせいただくか区

HPをご覧ください。

▶募集期間　11月2日～令和3年3月31日

▶応募方法　区HPから応募
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新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどは中止・延期となる可能性があります。催しなどにご参加の際は、マスク着用などの感染症対策にご協力をお願いします。
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